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画像認識を用いた都市形態の経年変化に関する研究

1　はじめに
　地図を利用して都市形態の経年変化を分析する際，従
来は地図の記載からその意味を考証する手法が主流で
あった。これに対して，画像認識技法を援用すること
で，地図そのものを対象とした数理的分析を行うことが
可能になる。さらに，従来の研究の多くが，例えば市街
地面積や道路延長といった物理量を変数としていたのに
対して，画像認識はこれらの物理量のみならず，パター
ン，即ち都市形態を構成する各要素のバランス状態を捉
えようとする点に，この手法を都市研究に援用する際の
意義が存在する。
　そこで，本研究は年代の異なる二枚の地図を見た時，
「どの程度似ているのか」または「どの程度変わったの
か」について，これまで感覚的に表現していたものを，
この画像認識を用いながら，類似度という客観的指標で
算出し，その値の有用性を示すと同時に，都市形態の経
年変化を明らかにする。今回は，本研究を画像認識技法
を利用した基礎的研究と位置づけた上で，まずは画像認
識及び類似度の基本構造を把握することで，本研究への
実用性を示す。さらに日本の政令指定都市の各主要駅周
辺地区を対象に，地図を基に2階調画像データ，続いて
5階調画像データを作成し，画像認識を適用する。そし
て，結果的に得られる類似度を指標として，その都市形
態の経年変化について考察していく。
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表1　マッチングの評価方法

図1　画像認識の流れ

2　類似度の計算方法とその基本構造
2.1　画像認識の原理
　画像認識は，広義に解釈するとパターン認識という範
疇に属する。そもそも，コンピュータによるパターン認
識とは，未知の入力パターンがあらかじめ入力されてい
る標準パターン（モデル）にどれだけ似ているのかを数
値で評価し（マッチング），最終的に入力パターンがど
の認識パターンに属するのかを決定することである。こ
のプロセスは，一般に図1のフローに従う。ただし，パ
ターン認識における識別法は複数存在し（表1），各方法
の長所と短所を良く咀嚼した上で使い分ける必要があ
る。この際，本研究は画像認識を用いた導入的研究であ
り，その識別法として最も理解しやすく操作に容易なテ
ンプレートマッチング法（以下，TM法）を採用する。ま
た，本研究にて比較・認識対象となる二枚の地図は，年
代が異なるのみで同一都市であれば，当然画像として十
分に相関があり，TM法に内在する問題もクリアできる。
これより，本研究では画像認識の一般的フローに従い，
前処理にて正規化処理，即ち入力画像の各画素の濃度値
を，全画素の平均濃度値で差し引く作業を行う。特徴と
して抽出するデータには，一般的なTM法同様，正規化
された各画素の濃度値データを用いることにした。
2.2　類似度の定義
　ここで，TM法の評価式を説明することで，類似度を定
義する。今，区間[a，b]で区切られた2つの１次元関数
　　，　　間の相関係数rは一般に次式で表せる。

この式で，θは関数間の角度を指し，　　　　は，各関
数からその平均値　　を差し引いたものである。TM法の
評価式も基本的には，この相関係数に準じており，関数
　　，　　を画像の濃度値データ　　　，　　　として捉
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長所 短所識別法
画像間にある程度の相関が認められない場合，誤認を起こす。

近傍ベクトルの計算量が多く，識別の処理能力が極端に低下。

データにノイズが多い場合，決定木の作成が困難になる。

モデルの中身がブラックボックス，学習回数等の設定が必要。

テンプレートマッチング法（TM法）

k-最近傍識別法

決定木法

ニューラルネットワーク法

識別法の中では，最も直観的に把握しやすく，扱いも容易。

TM法の発展系。相関の少ない画像間でも柔軟な分析結果を出力。

出力値に対する要因分析が他の手法に比べ行いやすい。

モデルとしての精度が高く，識別能力は非常に高い。
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画像入力 濃度の正規化 濃度値データ 類似度出力

パターン入力 前処理 特徴抽出 マッチング 認識パターン出力

モデル 比較画像の
濃度値データ

*　濃度値とは，画素の明るさについて量子化した値のことで， 0～255までの整数値を取る。
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え直すと，この式は以下のように書き下ろせる。

　

　

M，N : 画像サイズ
f(i，j) : 入力画像の濃度値
g(i，j) : 比較画像の濃度値
f : 入力画像の濃度の平均値
g : 比較画像の濃度の平均値
R : 相関係数(類似度)
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図2　2階調画像モデルの類似度 図3　4階調画像モデルの類似度

　本研究では，このRを2つの画像間の類似度とする。ま
た，TM法により求めた類似度は最大値1，最小値-1を取
ることが知られており，このような類似度の基本構造に
関して，次節で詳しく考察する。
2.3　類似度の基本構造
　類似度は，変数である画素の濃度値データに対してど
ういった振る舞いを示すのか，その構造を把握すること
で，類似度の本研究への実用性について検討する。まず
は，画像の濃度値が0（黒）か255（白）の2値のみで構
成される2×2画素の2階調画像モデルを作成し，算出
される類似度に対して考察を行う。
　図2は(1,1)のピクセルにのみ濃度値255を与えたパ
ターンを入力画像とした時に，得られる類似度と対応す
る各パターンを表したものである。これより，類似度が
最大値1を出力するのは，4つの画素の濃度値が全画素
で一致する比較画像1の時で，一方，最小値-1を出力す
るのは，その濃度値が全画素で反転する比較画像6の時
である。さて，TM法では，認識対象となる画像間に，あ
る程度の相関が事前に認められる場合に効力を発揮す
る。よってここで，入力画像と比較画像1,2,3を認識さ
せた時の類似度に注目すると，1→0.577→ 0.333と推
移しており，黒画素から白画素へと変化する画素数に対
して，その反応は鈍くなるものの，類似度によってパ
ターン間の差異を相対的に表現することは十分に可能で
ある。また，比較画像2と比較画像3の間で画像認識を
行うと，その類似度は0.577となる。これは入力画像と
比較画像2を認識させた時の類似度と同値であり，黒画
素から白画素へ変化する画素数が同じであれば，そのパ
ターン間の類似度も同程度に収束することがわかる。
　続いて2階調以上の画像データにおける類似度の挙動

を把握する。同様に2×2サイズの簡易モデルを用いて，
各画素を最大4階調で塗分ける。この際，中間濃度値に
は0～255の帯域を単純に3分割した際に得られる濃度
値85（濃灰），170（薄灰）を設定した。また，考えうる
パターン数が膨大となるため，4つの画素の濃度値につ
いて，f(1,1)＞f(1,2)≧f(2,1)＞f(2,2)の条件を満た
す6パターンの間で画像認識を行った。
　図3は作成した6パターンの内，その平均濃度値が最
も高いパターンを入力画像としている。比較画像1から
6に関しては，与えた条件の中で，画素の濃度値を1階
調分，即ち85ずつ段階的に減少させたパターンであり，
比較画像6では各画素で丁度1階調分，その濃度値が減
少している。条件の制約により，全パターン間でその類
似度は概ね高いが，入力画像に対して，類似度1を出力
するパターンは，比較画像1と比較画像6である。これ
は前処理で行った正規化に依存しており，画像認識が，
画素の濃度値という物理量の変化ではなく，そのパター
ンの変化をこそ捉えようとするためである。一方，比較
画像3と比較画像4を認識させると，その類似度は0.800
と最も低くなり，パターンとしては最も遠い関係にあ
る。実際，比較画像3に対して比較画像4は，画素(1,2)
の濃度値が-85減少，(2,1)の濃度値が+85増加と，その
バランスは両画像間で相対的に大きく変化しており，こ
の配分関係の転置が類似度を引き下げているという事実
は，感覚的にも理解しやすい。
　以上より，TM法により得られる類似度が，認識させる
入力，比較画像におけるパターン間の相違，即ち，画像
中の濃度値の均衡状態に対して，柔軟に対応した値を出
力することが把握できた。また，2階調以上の画像を扱
う際には，中間となる階調の濃度値を認識目的に応じて
操作することが可能である。

3　2階調画像に見る道路網形態の経年変化
3.1　対象地区と画像データの作成　
　本研究では，日本における14の政令指定都市を対象
都市とし，さらにその対象地区を，各都市の主要駅から
1.5km の範囲に限定した。年代については，現在から
遡って 100 年という時間を 5 つの時期に分け（大正期
(T)：T元年～T15年，昭和第一期(S1)：S元年～S19年，
昭和第二期(S2)：S20年～S39年，昭和第三期(S3)：S40

入力画像 比較画像1 比較画像2 比較画像3 比較画像4 比較画像5 比較画像6

４階調画像
　モデル

類似度

濃度値の
配分状態 全画素一致 1画素で-85

濃度値減少
2画素で-85
濃度値減少

3画素で-85
濃度値減少

全画素で-85
濃度値減少

1(MAX) 0.973
0.949 0.949

0.973 1(MAX)

入力画像 比較画像1 比較画像2 比較画像3 比較画像4 比較画像5 比較画像6

２階調画像
　モデル

類似度

濃度値の
配分状態 全画素一致 3画素で一致 2画素で一致 1画素で一致 全画素反転

1(MAX)
0.577 0.333

-0.333 -0.577 -1(MIN)
0.800(MIN)0.577
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表2　各政令指定都市の類似度（2階調画像）

図4　各政令指定都市における類似度の推移

図5　札幌市の道路網形態の変遷

年～S59年，平成期(H)：S60年～H17年），各年代区分に
属する対象都市地図を収集した上で，その経年変化を20
年スパンで考察する。なお，今回使用した地図は国土地
理院発行の旧版地図で，縮尺は1/25000である。
　都市というスケールにおいて，その形態の骨格を作る
のは道路網形態であり，本章では，都市の道路網形態の
変化に着目し，分析画像データを作成した。具体的に
は，道路を白（濃度値255），街区を黒（濃度値0）に塗
分け，それを bmp 形式の 2 階調画像として書き出した
データを作成した。なお，画像の画素に関しては，当然，
そのサイズは大きければ大きいほど，精度が高くなる。

本研究では，計算処理の効率と使用地図の精度を考慮し
て，画素サイズは，2500× 2500を採用した。また，こ
の時，1画素は実距離で60cm角に相当する。
3.2　都市道路網形態の類似度
　作成した14都市の2階調画像に対して，画像認識を行
い，約20年スパンおよび約100年スパンで比較した（表
2）。また，図4に類似度の推移を破線で示している。ま
ず，分析結果を全体的に俯瞰した場合，昭和第二期から
昭和第三期における画像間の類似度が，各都市総じて低
下していることが分かる。これは，当時の時代背景，特
にその経済状況を考慮するならば，この期間は高度経済
成長期に重なり，都市の道路網形態も大きく変容したた
めであると考えられる。
　この傾向に対して，札幌市や仙台市では100年を通し
て，その類似度は相対的に高く，且つ安定しており，特
に札幌駅周辺地区の道路網パターンはほとんど変化して
いない(図5）。一方，横浜市や名古屋市では，昭和第一
期から昭和第二期の間に最も大きな変革期を迎えてお
り，横浜市では，鉄道の増幅に伴う道路整備と駅西側の
内海だった場所の埋め立て，さらに道路の新設といった
開発過程が値に反映されている。また，静岡市や福岡市
では，昭和第二期から第三期に類似度が急激に低下して
おり，静岡市では，駅南側街区の一斉宅地化による道路
開発，福岡市は博多駅移設に伴う道路網形態の抜本的整

札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 横浜市

川崎市 静岡市 名古屋市 京都市 大阪市

神戸市 広島市 北九州市 福岡市

2階調類似度

5階調類似度

X軸：年代区分　Y軸：類似度

札幌市 類似度 0.953 0.932 0.899 0.887 0.788

仙台市 類似度 0.774 0.763 0.770 0.520

さいたま市 類似度 0.991 0.743 0.226 0.417 0.190

千葉市 類似度 0.849 0.737 0.173 0.459 0.178

横浜市 類似度 0.871 0.520 0.661 0.716 0.353

川崎市 類似度 0.852 0.857 0.650 0.865 0.473

静岡市 類似度 0.987 0.987 0.213 0.939 0.159

名古屋市 類似度 0.989 0.438 0.605 0.896 0.238

京都市 類似度 0.892 0.985 0.682 0.827 0.581

大阪市 類似度 0.768 0.574 0.852 0.406

神戸市 類似度 0.992 0.776 0.416 0.634 0.335

広島市 類似度 0.998 0.820 0.300 0.901 0.268

北九州市 類似度 0.952 0.854 0.256 0.728 0.246

福岡市 類似度 0.821 0.637 0.108 0.923 0.041

T-H

*　灰色部分は20年スパンで見た時の類似度である。仙台市，大阪市については大正期に測量を行っていない。

T-S1 S1-S2 S2-S3 S3-H
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表4　各政令指定都市の類似度（5階調画像）

図6　札幌市の都市形態の変遷

備が影響している。
　以上より，前章で定義した類似度という指標を用いる
ことで、各都市固有の文脈に沿った経年変化を数理的に
追認することが可能となった。

4　5階調画像に見る都市形態の経年変化
4.1　画像データの作成
　都市形態の変化を捉えるために，道路網形態がその水
平的骨格を形成し，続いて建物密度がその垂直的骨格を
構築するという考え方に基づき，地図の表記に習って，
街区をその建物密度によって4つに分類し，道路を含め
た5階調画像データを作成した（表3）。この時4つの街
区は，建物密度の高い方より，中高層街区，低層高密街
区，低層低密街区，田畑・空地地区である。また，これ
ら街区を表現する4つの階調に対しては，各濃度値の配
分状態を適切に評価する必要がある。つまり，この4階
調に該当する各画素の濃度値が階調単位で増加，減少す
る時は同一パターン（類似度1）となるよう，その中間
濃度値を設定した。
4.2　都市形態の類似度
　前章同様，約20年スパンおよび約100年スパンでの認
識結果を表4に示す。また，類似度の推移の様子を図4
に実線で示す。その結果，ほぼすべての都市で類似度の
波形，即ち都市形態の経年変化に違いが生じており，道
路網形態のパターン変化に加え，街区構成によるパター

ン変化が類似度の値に影響していると考えられる。特
に，道路網形態は比較的安定していた札幌市，仙台市に
おいても，昭和第二期から昭和第三期にかけての類似度
が他の年代区分に比べて相対的に低下した。札幌市で
は，この期間に以前は低層低密街区，低層高密街区で
あった札幌駅南側街区の多くが一気に中高層建築街へと
変貌しており，その北側街区に対するバランスの変化が
類似度に反映されている（図6）。
　以上の分析結果より，画像の階調数を増やすことで，
よりその都市形態を投影した経年変化の様子について，
定量的に指摘することができた。

5　おわりに
　本研究では，まずその端緒である画像認識並びに類似
度についての定義を行い，その基本構造を知ることで本
研究への実用性を示した。さらに，14の政令指定都市を
対象に，実際に画像認識を行うことによって，年代の異
なる二枚の地図を見た時の「どの程度似ているのか」と
いった感覚的認識に対して，数理的見地からアプローチ
し，その都市形態の経年変化を明らかにした。

表3　旧版地図の表記法と街区分類

参考文献
1)吉松京子，｢東京の市街地の変容過程-近代都市図の画像処理-｣，日本都市計画学会
学術研究論文集，1991年
2)酒井幸市、「デジタル画像処理入門」、CQ出版社、2002年
3)麻生英樹、津田宏治、村田昇、「パターン認識と学習の統計学」、岩波書店、2003年
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高さ10m（建物階数4階）
以上の建築物が並ぶ街区

高さ10m（建物階数4階）
未満の建築物が並ぶ街区

独立住宅等の小規模
建築物が散在する街区

田畑地区（その他，空地地区）

* 商店街を形成する街区

0

144

207

255道路

234

中高層街区

低層高密街区

低層低密街区

田畑・空地地区

街区分類測図記号 記号説明 濃度値

* 「商店街を形成する街区」は、昭和30年以前に使用された測図記号　

札幌市 類似度 0.817 0.874 0.626 0.768 0.490

仙台市 類似度 0.711 0.524 0.615 0.338

さいたま市 類似度 0.991 0.532 0.218 0.365 0.192

千葉市 類似度 0.683 0.742 0.219 0.378 0.150

横浜市 類似度 0.923 0.390 0.505 0.503 0.136

川崎市 類似度 0.667 0.687 0.478 0.687 0.336

静岡市 類似度 0.983 0.989 0.175 0.773 0.198

名古屋市 類似度 0.991 0.331 0.449 0.769 0.250

京都市 類似度 0.832 0.980 0.555 0.666 0.399

大阪市 類似度 0.666 0.436 0.574 0.311

神戸市 類似度 0.986 0.719 0.433 0.578 0.343

広島市 類似度 0.989 0.795 0.345 0.840 0.302

北九州市 類似度 0.890 0.764 0.403 0.680 0.262

福岡市 類似度 0.688 0.803 0.141 0.655 0.046

T-H

*　灰色部分は20年スパンで見た時の類似度である。仙台市，大阪市については大正期に測量を行っていない。

T-S1 S1-S2 S2-S3 S3-H


